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季節を分けて全体像を 四季のメタ認知

１７．節分 11月6日

節分は、２月３日と決まっている。

そうだろうか。

本当にそうだろうか。

年に４回あるということで、四季をまとめていく。

上は、立春の日の「昔話の鬼」→「心の中の鬼」の板書。

ポイント 節分は、常識を覆すもの。おもしろい。

前半は、あえて国語辞典を持たせずに行うことにより、節分

の固定概念を持たせて進めた。

後半の太陽暦と太陽太陰暦は、１０月３日のなわてさんの日

記を使うことを予定して行った。

比較するもの 節分と立春・立夏・立秋・立冬

視点 節分は季節の変わり目の前日で年 4回ある。

次につなげる視点 ２月頃 立春の頃「四季のプリント」
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立命館小学校 1年Ｒ組学級通信コロッケ№１８４～１８６ １月１５日（金）

11月６日朝の会、５校時生活科

節 分

★11月６日（金）朝の会から

はな「きのう、火曜日に８どでさむいって言ってて、それで、明日から立冬っ

て言って、それがなったら冬のはじまりって言ってたので、びっくりしまし

た。」

『何という日？』

（立冬）

こうへい（立つ冬って書いて立冬）

はな「明日」

『立つ冬って書いて』

（立冬）

『立冬になると、何になるの？』

（冬のはじまり）

『明日から冬なの？』

（12月からじゃないの？）
『雪がふったり冬じゃないの？ 秋さがしをしているのに冬がきたらこまるじ

ゃないねえ。』

★11月６日（金）５時間目の生活科

※たくさんの教育実習生が参観に来ていました。

『これ、何だかわかる？』

（ハハハ）

（節分）

（節分の豆まきのときに、おにがしている。）

『いつ、つかう？』

（２月３日）

『えっ２月３日？』

（節分の日やもん）

『節分って２月３日しかないの？』

（クリスマスだって）

（お正月だって）
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『節分って２月３日だけだと思う人？』

ほとんどの子が挙手。

（クリスマスは２回ある。イブとクリスマス）

『２回あると思う人？』

『３回あると思う人？』

（ええええ？）

（昔の人は２回あったかもしれないけど、絶対に３回はないと思う。）

『４回あると思う人？』

（ええええええ？）

『４回ないのここは？』

（ないよ。）

『節分は４回です。』

（ええ？）

（ちがうでえ）

『山形は、節分が４回あったなあ』

（ええええ？）

『京都は１回しかないの？』

（大阪も１回）

『大阪も京都もいなかだからなあ』

（滋賀もないでえ）

（幼稚園で１回やったもん）

（山形、いなかあ）

『山形いなかだけど ……今日、節分なんだあ。』

（えええええ？）

『えええええ？』

（２月３日って書いてある！）

※ おにのおめんの裏に書いてありました。

『まちがったんだ。』

（それが本当！）

『いいや、そういうことにしておこう。１回ということにしておきましょう。』

（本当だって）

＊

『今日出てきた立冬について、もう一度お話してください。』

はな「さむくなって１回だけ、そのしるしは、冬になるっていうしるし。」

『この日から、冬になるの？ いつ？』
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（明日）

※ 立冬を調べました。

ななこ「暦の上で冬になる日。11月８日ごろ。反対、立夏。」
『立夏？』

かずき「暦の上で冬に入る日。11月８日ごろ。」
『11月８日ごろ？』
（今年は、明日から）

（明日からって書いてあった。）

『何に書いてあった？』

（新聞）

かずき（立春、立秋がある。）

（立つ夏で、立夏）

かずき（４回あるんだと思う。だから、山形では……）

ひな「暦の上で冬に入る日。11月８日ごろ。」
『丸くしたいんだけど、この前書いたのを覚えていないだろうか？』

りょうた（12、９、６、３）
『12、９、６、３って何だった？』
（夏至）

（秋分とか） ※ 板書しました。

『おぼえている人？』

はるな「時計」

『時計なんだけど。』

けいた「12月は、夏至。」
『夏至』

るか「３月は、しゅうぶんかしゅんぶん。」

『３はどっち？』

（春分）

『漢字で書くとどっち？』

（春）

『春分の日。こっち【９月】は？』

（しゅうぶん）

『しゅうって？』

（秋）

『下（12月）は？』
（冬至）
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『何を食べる日？』

（おせち料理？）

『この間、げんかんにいっぱいならべていたのは、何？』

（かぼちゃ）

『これを見てかんたんにせつめいできる人？』

「夏と冬が反対になっている。」

るか「朝と夜の長さがちがう。同じときが２つあって、夜のときが長い方と、

朝の方が長いときがある。」

『同じのはどれとどれ？』

あらた「春分と秋分の日は、朝と夜の長さがいっしょになる日。秋分の日を

すぎると、どんどん夜が長くなるの。」

『じゃあ、ここは？』

なわて（夜が長くて昼が短いの）

『こっちは？』

（昼が長くて、夜が短いの。）

『これは３月のいつごろだったかな？』

（そういえば前にしらべていたなあ）

こうへい「春分の日、国民の祝日、３月 21 日のころ。春のひがんの中日にあ
たる。」

（同じことが書いてある。）

りょうた「春分の日、国民の祝日の１つ、ひがんの中日にあたり、そせんのれ

いをくようするならわしがある。３月 21日のころ。」
けいすけ「春分の日、太陽がま東から出て、ま西にしずみ、昼と夜の長さがほ

ぼ同じになる。春のひがんの中日で、３月 21日のころ。」
ななこ「秋分の日、国民の祝日の１つ。９月 23 日ごろ、秋のひがんの中日に
あたる。そせんをうやまい、なくなった人をしのぶ。」

るか「秋分の日、国民の祝日の１つ。祖先をうやまい、なくなった人をしのぶ

日。９月 23日ごろ、秋のひがんの中日にあたる。」
かずき「夏至、太陽が北回帰線の上を照らすときで、毎年６月 21 日ごろ。北
半球では一年のうちで昼間がいちばん長くなる。」

※ 図の１２月と６月を反対に書いていました。直しました。

いわさ「夏至、太陽が一年のうちにもっとも北による日。北半球では一年の家

でもっとも昼が長く夜が短い。６月 22日ころ。」



- 251 -

【コロッケ№１８４～１８６】

『冬至は？』

ななこ（12月 22日ごろ。）
『この前にやったのはここまででした。いつやったのかな？ 秋分の日にやっ

たのかな？』

（うん、たしか秋分の日にやった。）

『秋だから、昨日の秋の写真をはってみようか。これが夏だから、後ろの写真

は、なあに？』

（アジサイ）

『春の写真は……』

（冬はない）

『はなさんが言ってくれた立冬は、この間のどこに入る？』

（冬至のところや）

（冬至は 12月 22日やでえ）
（立夏、秋分のまん中？）

※ ３・６・９・12のほかにも、数字を書いていきました。
（はりがないよ～）

『ここが今日の立冬。』

こうへい（２月頃が立春）

『何で分かる？』

こうへい「冬至の１つ前が立冬やから、春分の日の１つ前が立春。」

『ぜんぶあるのかな？』

（あった！）

（立つに春って書いてあるよ）

（２月４日）

（２月４日ころ）

（秋は、立秋っていう。）

（夏は、立夏）

（立秋８月８日ごろ）

『立夏？』

（５月６日ごろ）

（立秋８月８日ごろ）

※ 板書していきました。

『時計が４つふえましたね。』

（８こになった。）

『春はいつからですか？』
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（３月２２日）

（２月……）

『なんだあ？』

（２月４日）

『春はいつから？』

（２月４日）

『いつまで？』

（４月）

（５月？）

（５月５日）

『夏はいつから？』

（５月６日）

『いつまで？』

（８月７日）

『秋はいつから？』

（８月８日）

『いつまで？』

（９月２２日）

『が、秋？』

（まってえ）

『立冬というのは、今日から冬だよってことだよ。立春の前までが冬だよ。』

（２月３日まで）

『立春は春だから、ここから、どこまでだあ？ ５月５日までだよ』

（子どもの日までやあ）

『じゃあ、夏はいつまで？』

（８月の７日まで）

『そしたら、秋は？』

（８月８日から 11月７日）
『今日は６日。今日が立冬だと思うんだけど？』

（図かんに 11月７日って書いてあった。）
『今、季節は何ですか？』

（秋）

（明日で冬）

『季節を分ける時期があります。さっき言った節分はいつですか？』

（２月３日）
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『おかしい。次の日から春になるんだよって分けるのが節分でしょう。季節の

節だよ。じゃあ、節分って何回ある？』

（４回）

（１回）

『１回、２回……』

※ 板書したものにしるしをつけていきました。

（４回あったあ）

『……３回、４回』

（４回もあるんだあ）

（知らんかったあ）

（えええ？）

（２月３日しかしてなかったもん。）

（１回しかしていない。）

『節分………』

※ 一斉にしらべ始めました。

なわて「節分、立春、立夏、立秋、立冬の前の日。多くは立春の前日２月３日ご

ろをさす。この日は、豆まきをするならわしがある。」

ひな「立春の前の日、２月３日ごろ。豆まきをするならわしがある。もとは季

節のかわるときのことで、立春、立夏、立秋、立冬の前の日をさした。」

こうへい（先生が言った４回のことを書いてある。）

ようこ「きせつのうつりかわるさかいめ。立春、立夏、立秋、立冬の前日。と

くに、立春の前日。わざわいや病気をおいはらうために、豆まきをする。」

るか「きせつのかわるときのことで、立春、立夏、立秋、立冬の前の日。ふつ

うは立春の前の日をいい、豆まきをするならわしがある。だから、ふつうは

２月３日ということ。」

『何？』

（ふつうは２月３日って書いてある。）

（うん、そう書いてある。）

『ふつうはって書いてるの？』

ともや（節分は、たぶん山形だけ４回……）

りょうた「節分、立春の前の日、２月３日ごろ。ふくわ内、おにわ外とさけび

ながら豆をまいて、わざわいをはらいのける行事をおこなうならわしがあ

る。季節がうつりかわるときのいみで、もとは、立夏、立秋、立冬の前の日

のこともいった。」
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こうへい（今日が節分っていうこと？）

『そう、今日が節分。季節は４つあります。今、秋さがしをやっているんだけ

ど、こよみでいうと、もう冬さがしになってしまうのねえ。こよみっていう

のは、カレンダーでつかっているんだけど、暦って何？』

（本で見つけたけど、わすれたあ。）

（暦って、カレンダーだよ。）

（カレンダーって書いてある。）

『暦って、何できまりますか？ こんなふうに分けてあるのは、何月何日とか

あるのは、だれがきめるの？』

（むかしの人がきめたんだと思う。）

（太陽）

『太陽の何がきめる？』

（光）

りゅうと「太陽のさすところできめる。」

『このあいだかずきくんが言っていた、この順番になっているのは北半球だか

らだよね。』

るか「こよみ、一年中の月日・曜日や日の出入りの時刻・月齢・行事などを日

のじゅんにしるしたもの。カレンダー。」

『10 月３日に中秋の名月を見ませんでしたか？ この時の月を何て言って

た？』

（中秋の名月）

（十五夜）

『十五夜の十五って何のこと？ なわてさんの日記、10月３日』

今日は、十五やです。おもちをかってたべました。ベランダからお月さ

まが見えました。くもでかくれないで、丸くお空の上でかがやいていまし

た。でも、お月さまは、自分で光を出していません。太ようから光をもら

ってかがやいています。

（だから、一等星でなくて衛星って言う。）

十五やと月のことがわからなかったのでしらべてみました。どうして、

月見をするのかしらべてみました。むかしは、月を見ながら、わかをよむ

ぎょうじがありました。それは、さくもつのみのりをかんしゃするまつり
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としてひろまっていきました。お月見は、食べものにかんしゃするおまつ

りなんだなと思いました。

いつ月見をするのかしらべてみたら、月見は、むかしのこよみの８月 15
日にします。

『何だ？ むかしのこよみって？』

（だから、十五夜っていうの？）

『ふるいこよみをつかうの？』

なわて「たぶん、むかしにこよみができたから、それをつかっていたと思う。」

『むかしのこよみ？』

なわて「太陽暦を今つかっているんじゃないかな？」

『何？』

なわて「太陽暦」

『太陽暦？』

なわて「うん、そういうのとか、太陰暦とかある。」

（むずかしいなあ）

『太陰暦は今の？』

なわて「太陰暦は、たしかむかしのことだったと思う。」

『今は？』

なわて「太陽暦だったと思う。」

十五やのあと 10 月に月見をするところもあります。この日を十三やとい
います。

（えっ）
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『十三夜』

（十二夜もある）

月をしらべてみました。月をしらべてよんでみたら、びっくりしてしま

いました。昼間のおんどは、120 どにもなり、よるにはマイナス 170 どま
でさがるので、月はおんどがかわりやすい星なんだなと思いました。

月のみちかけをしらべてみました。月は、日ごとに形をかえ、みちかけ

をくりかえしています。このみちかけは、太ようにてらされて光っている

月が、ちきゅうのまわりを回りながら太ようにたいするいちをかえるため、

月の明るいぶ分の形がかわることによっておこります。

『このあとね、』

月のみちかけを一ヶ月とすると、こよみを太いんれき

『こっちが太陰暦ね。』

それにたいして太ようのうごき（きせつのへん化）をもとにしたこよみ

を太ようれきといい、全せかいで広くつかわれています。

『だから、こっちは太陽暦だから、太陽の動きで作ったカレンダーをつかって

いるでしょう。だけど、むかしは、こっち月の動き、形でカレンダーを作っ

ていたの。だから、旧暦とか言うでしょう。むかしは、カレンダーが２つあ

ったのかな？』

（それはないと思う。）

（むかしはむかしで１つあった。）

『むかしの月のよびかたがあったなあ、モジュールの……』

（睦月、如月、弥生………………………師走！）

『霜月は、むかしのカレンダーの中に霜だから、今は、霜なんかでていないで

しょう。これは、むかしのいいかたなんだなあ。それをつかってこっちをや

っているから、今立冬で冬になりましたよっていうけど、まだ冬じゃないよ

ね。２月３日に春だよって言ったって、ちょっとねえ。』

＊

『これは、何だったでしょう。』

（アサガオ）

『今、どうなっているでしょう？』

（かれている）
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（タネ）

『これは？』

（コスモス）

『今、どうなっているでしょう？』

（さいている。）

『このあとどうなるでしょう？』

（かれる～）

『みんなアサガオをうえていたとき、こっち【コスモス】はあった？』

（なかった～）

『どこにあった？』

（土の中）

『みんながうまれてから、７回ぐらいぐるぐるしているのかな？』

（うん）

『セミがないていたのはいつだった？』

（７月）

『今、どこにいる？』

（死んでいる）

『りょうたくんのもってきたホタルは？』

（８月？）

『今、どこにいる？』

（たまご）

『あと……』

（カブトムシ）

『どこにいる？』

（死んじゃった） （土の中）

『季節の中でどうなっているかな？』

家のエレベーターにのぼる前は、そんなに暗くなかったのに、エレベー
いえ くら

ターにのぼるとちょっと暗かったです。そしたら、お母さんが、
くら かあ

「そのことをつるべ落としと言うんだよ。」
お

と、教えてくれました。だから、調べてみました。図かんにはのっていな
しら

いと思って、お母さんの辞書で調べてみると、つるべでのっていました。
かあ じ しよ しら

つるべは、井戸水をくみ上げるために縄やさおにつけて井戸の中におろす
い ど みず なわ い ど

おけのことです。つるべ落としは、つるべを井戸に落とすときのように早
お い ど お

くすいちょくに落ちること。特に秋の日のくれやすいことのたとえとして
お とく
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もちいる。

秋の日はつるべ落とし。
お

秋の日はつるべ落としだったら、春と夏と冬も名前があるのかなあ？
お はる なつ ふゆ

◎「立冬」は明日です。二十四節気の一つ。暦の上で冬が始まる日。太陽暦
りつと う あ す に じゆう し せつ き こよみ ふゆ はじ たいようれき

の 11月７日ごろ。次は「小雪」で 22日です。
つぎ こ ゆき

≪太陽暦≫ 地球が太陽のまわりを一周する時間を一年とさだめた暦。
たいようれき ち きゆう たいよう しゆう じ かん こよみ

→新暦
しんれき

○一年は 365日。４年目毎に閏年を作り、３６６日。
ごと うるうどし

≪太いん暦≫ 月のみちかけにもとづいて作られた暦。→旧暦
れき つく こよみ きゆうれき

○１か月は 29日、あるいは 30日で、１年は１２か月
私は、今の太陽暦の方しか知らなかったけど、月のみちかけで作られ
わたし たいようれき ほう つく

た暦があるなんてロマンチックだなあ。沼澤先生みたいだなあ。
こよみ

11/6（長尾ななこさん）

夏の日は、アイスクリームかな？ ちょっとへんかな。

ロマンチックだなんて、ありがとうございます！

きょうは、こよみをしらべました。こよみは、ちきゅう・月・太ようの

うごきをもとにして、一年かんの月・日・ようびをきめ、じゅんに書きし

るしたもの。カレンダー。今のこよみは、太ようのうごきをもとにしてき

められているけど、むかしは月のうごきをもとにしていました。だから、

今と一か月ぐらいずれていました。だから、あとの 11月ごろは 12月にな
ります。 11/8（加藤あらたくん）

太ようのうごきできめているのですね。

立冬はあしたです。せつ分は、２月３日です。まめは、まきます。どう

ろにまめをまくんじゃなくて、おにやいえにまきます。

こよみのはじまりは、すうせんねんまえ。古代バビロニアで月のみちか

けでカレンダーをつくった。でも、１年は３６５日と６じかんあることが

わかった。６じかんのズレがあるので、これをちょうせつしたカレンダー

が太ようれきという。４年に１回、２月を２９日にしてちょうせつしてい

る。うるう年という。

ぼくのいけんでは、太ようれきがいいとおもう。 11/6（増田れいくん）



- 259 -

【コロッケ№１８４～１８６】

月のカレンダーでいいところは、どういうところかな？

立冬についてしらべました。こよみの上で冬に入る日。11月８日ごろ。
立春、立夏、立秋もありました。

立春、こよみの上で春に入る日。２月４日ごろ。

立夏、こよみの上で夏に入る日。５月６日ごろ。

立秋、こよみの上で秋に入る日。８月８日ごろ。

春も夏も秋も冬も、そのきせつに入る日があることがわかりました。

あさおきて、さむくなってくるから、早くおきられないよ。先生は、あ

さおきてもさむくないですか？ 今日は、バレエのはっぴょうかいです。

わたしがおどるのは、キューピットです。 11/8（藤本はづきさん）

朝は、さむいのでこまってしまいます。あつくてめをさます夏もこまるけど

……ちょうどいいのがいいなあ。

カマキリの赤ち

ゃんがうまれまし

た！

手にのせて いっ

しょにあそびまし

た。
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全体像を（季節のメタ認知）

子ども達に季節感を持たせることは、感性を高め、知的な会話を生む。

全体像を捉えさせるためには、相反する物事を対極に位置づけ、関連づけな

がらがいい。

１月から 12月までを時計のように並べることによって、夏至と冬至の比較、
春分の日と秋分の日の夏至・冬至の中間地点としての意味づけが行える。みご

とに 4等分、そして 3ヶ月の間隔がある。
また、それと混乱しそうな、４つの節分による季節の変わり目もこれまたみ

ごとに 4等分、そして 3ヶ月の間隔がある。
そして、その２つの境目には、それぞれ 1ヶ月半の違いがある。
算数の図形問題を解くような美しさがある。

点在していた知識の全体像が見えたとき、

新しい物事を知る、というのではなく

つながりが見えてくる、という視点からの理解が得られる。

子どもの瞳が輝く瞬間である。

↓生き物を見つけた月を表示して、見えない月にはどうなってい

るのかと意識させたプリント



- 263 -


